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・出席：武笠、高橋、瀬下、岩岡
1.6月23日（日）高鼻コミュニティセンター
(1)遭難防止・安全教育担当者 9:00受付、9:30-11:30 司会：上野 内容は担当に打診、各会・クラ
ブの山行計画書を紹介。
(2)代表者意 見交換会13:00受付、13:30-16:30 司会：高橋 内容は告知済み。(3)懇親会17:00～
2．加盟団体三役名簿作成（事務局）加盟団体調査表から作成：理事役員へ配布予定。加盟団体へは
加盟団体三役の名前を作成配布予定。住所、電話番号は問合せがあった場合に教示する。
3．ブロック会議活動内容、会議予定をブロック担当理事がレジメブロック会議に10行程度に絞り込み
反映する。
4．6月29日（土）．30日（日）理事長（副理事長）・組織担当・事務局会議
6月29日（土）のみ武笠、高橋出席
5．7月6日（土）．7日（日）2019年第22回労山自然保護講座 主催：全国連盟、主幹：徳島県連
会場：神山温泉ホテル（徳島県） 瀬下副理事長（全国連盟自然保護委員）出席
6．その他
(1)各会・クラブの機関紙電子化について・・HP用がある加盟団体で機関紙を掲載している処は省
力、PDFにして電子化して配信を検討⇒担当：武笠
(2)理事会合宿8月23日（金）会場費：県連費から理事会で検討。
(3)8月31日（土）ＰＭ～．9月1日（日）関東ブロック役員交流集会＆自然保護担当者交流集会 要項
は今後くる。希望者は武笠へ
主幹：群馬（役員交流）、埼玉（自然保護）群馬県連と調整：担当・武笠、事務局、瀬下
次回会議予定：6月11日（火）さいたま市市民活動サポートセンター19:30-21:20

〇労山基金運営委員会5月28日（火）全国連盟事務所19:00-22:00
・担当者実務講習会：6月15日（土）@北海道、7月17日（水）@東京19時～国分寺会館、10月19日（土）@
関東ブロック13時受付・13:30-16:30労山事務所1階、11月16日又は30日@福岡
・交付申請承認：4/23アルパインクラブＮＰＯさいたま・男性（47歳）前穂高岳・北尾根3峰、登攀、転・滑
落
〇6月29日（土）．30日（日）理事長（副理事長）・組織担当・事務局会議・・武笠、高橋（29日のみ）
〇2019年第22回労山自然保護講座 主催：全国連盟、主幹：徳島県連、会場：神山温泉ホテル（徳島
県）瀬下副理事長（全国連盟自然保護委員）出席

〇6月23日（日）三役会議に同じ。
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・理事会レジメ作成と理事役員へ配信
・理事会議事録の理事役員へ配信
・年間計画書作成と加盟団体・理事役員へ配信
・全国連盟などからの情報提供の加盟団体への配信など

報告事項
1.ゆうちょ銀行の住所変更・取引担当者変更・貯金口座（＝普通預金）開設完了しました。
2.ゆうちょダイレクト（インターネットバンキング）利用開始し岩岡事務局長と鹿喰理事にID、パスワー
ド通知。

組織委員会6月23日代表者意見交換会
す関係者

6月29日～30日

全国勤労者会館で組織委員会がありま

①ろうさん彩登no,65掲載、②2019秋の早池峰山とみちのく潮風トレイル (北山崎・碁石海岸)のご
案内掲載、③2019年度 各会運営について評議員及び代表者の意見交換会開催のご案内掲載
④2019/04/28植樹参加報告掲載、⑤県連年間活動予定掲載、⑥2019年 第22回労山自然保護講
座要項掲載

第1回女性委員会の開催
6月3日（月）19時から北朝霞駅前のジョナサンにて。議題：役割分担、年
間計画の検討、女性委員会交流ハイキングの計画を立てる

・9/28（土）～29（日）全国ハイキング学校（東京・府中）実施要項発表
・10/19（土）県連交流バスハイキング（奥日光戦場ヶ原ハイキング予定
募集開始予定
・県連HPに募集チラシを掲載する。

40名募集）6月HPにて公開

第24期登山学校開校。5月18日開校式を行いました。運営委員10名、受講者17名（内労山会員３名）
でスタート。6月8，9日第1回講座「計画から下山まで」を武蔵浦和コミセン及び大平山にて行いま
す。

・三郷山の会 コジウスコ・ブルーマウンテン・ウルル (3/14 〜26)
・三 郷 山 の会 アル ゼンチ ン: イグア スの滝 、 ウ マ ワ カ 渓谷 、 チ リ : ア タカ マ砂漠 月 の谷
(4/23-5/9)
・大宮労山 Bhutan・MT・Jomolhari展望と5000ｍピーク登頂 （4/21-5/2）
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・6/2(日)クリーンハイク
各ブロックでの実施、よろしくお願いします。実施後、ゴミの量(燃えるゴミ、燃えないゴミ)とゴミの
回収依頼先(～駅にデポ、翌日～町が回収など)をお願いします。県庁より軍手とゴミ袋各200調達
済。
西部ブロック80セット配付済、北部と南部には本日40セット配付、中部は瀬下が当日40セット持参。
・6/9(日)高篠峠植樹地下草刈り 小川町駅AM 8:00、高篠峠AM 10:45現在23名の参加申込みあり。
・10/4(金)～10/7(月)
早池峰山とみちのく潮風トレイル 要項は県連ＨＰに掲載してある。
現在2名の参加申込みあり。参加者募集中。
・7/6(土)7/7(日)
全国連盟自然保護講座 徳島市 瀬下が全国連盟自然保護専門委員として出席予定。

☆救助隊員訓練山行
第3回目、5月19日（日曜日）南魚沼市・飯士山負欠スラブ右ルート、アルパインクライミング）
参加者・町田、日高、佐々木
第4回目、5月26日（日曜日）富士山須走口・山スキー、参加者・日高、佐々木（隊員2名）、田代（アルパ
インさいたま）、町田（欠席）
第6回目予定、6月16日（日曜日）訓練山域・訓練内容は検討中
☆救助隊員室内学習会
6月24日以降の月曜日予定
ＣＰＲ（胸骨圧迫）・ＡＥＤ実技
血圧上昇効果判定機能付き人形レサシアン使用予定 登山医学学会報告（佐々木副隊長より）
質疑あり Ｑ：救助隊は交通費含め自費負担の参加でよいのか。
Ａ：ボランティア的であり、訓練で色々な技術も習得するので現状でよい。

1.5.13担当者会議事前打ち合わせ
参加者 9人
① 「安全登山マニュアル」の発行
埼玉労山会員執筆による、安全登山の指針
1.19に全会員向けに配布
表紙、前書き、一般登山道編、室内壁・岩のゲレンデ編、雪山・山スキー編、沢登り編、アルパインク
ライミング編 カラー、A4版、16面、600部 25000円執筆分担「事故を起こさないために」の文章と
各編ごとに安全登山10のポイント
② 安全登山講習会の追加実施 アンケートを取って順次、企画・実施
2月 アイスクライミング、雪壁・氷壁の登降訓練
霧積氷瀑
3月 山スキー向けゲレンデ講習会
岩鞍スキー場
③ 安全登山講演会の講師について 理事会ですすめるがハイキング、女性委、安全委の合同行
事とする。 ・講師：石田さん（山筋ごーごー）
2. 予算案
10万円をどう使うか、安全登山講演会3万円、安全登山マニュアル作成2.5万円、安全登山講習会・講
師交通費補助2万円、 活動分野別グループ支援2万円、交通費0.5万円
3. 5.19芝倉沢雪上訓練について
13名の参加で、訓練を行った。
4. 6.23の運営について
学習会「遭難事故の法的責任」
各会の登山計画書と山行管理から学ぶ 大宮労山その他
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〇6月23日 午前の第26回遭難防止 ・安全教育担当者会議（高鼻コミセン）
司会：上野
9：30～11：30
・当日 の役割分担 受 付：柴田・鹿喰
記録：上野
議題 ① 運営体 制、 ②予 算、 ③活 動方針、④ 学習会「 遭難事故 の法的責 任」、⑤各会 の山行
管理について 、大宮労山を事例に
参加対象 ①各会の遭難防止安全教育委員会担当者、②山行分野別活動グループ関係者
③遭難防止安全教育活動に関心を持つ会員
〇6月23日 午後の代表者意見交換会（高鼻コミセン）
1司会 ：高橋
13 ：30～16：30
・当日 の役割分担 受 付：柴田・鹿喰
グループ討議 の記録と進行役：理事で分担
会運営について の意見交換、グループ3～4に別れる。各グループの司会記録は理事
① 会 員 の新規加入 状況 の取 り組 み ② 他の会 に見られない特徴的（工夫 ）③ 会運営 の上
で苦労 問題点
④この一年間 の組織の拡大はどうですか。
各会 の人数、会運営、後継者不足について。
新入会員向けパンフ、ＨＰの案内など持ち寄 って各会の工夫を学び合う。
その他報告事項等
各グループによる発表
〇新しい 理事について
埜歩歩富士見山 の会の小畑美 沙子さん、6月23日の代表者意見交換会 にて報告確認 する。
〇各加盟団体の機関紙の県連 ホームページへのアップ
・ホームページにアップ することはできるか
・現 状、紙ベースで届いているものの電子データ化 大変な労力になるので、なるべく電子
デー タで の送信をする。
・各加盟団体側で電子データ化 し、県連事務局に送ってもらうやり方（データ量の問題 ・・・）
・ホー ムペー ジを 持 っている加盟団体は対象外（ 県連 ホームページからリンクがはってあ る
から）
〇理事会合宿
・8月23日（金）～24日（土）
埼玉県連理事会合宿 北本野外活動センター
バンガローを2棟予約済。12名分。
8/23(金)PM 7:30開始予定、8/24(土)朝解散。
〇各ブロッ クの担当理事から理事会レジメへの掲載
・議事録 そのままだと、エクセル表に入りきれないことがある
・10行程度 の要約して送ってもらうことはできないか
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ブロック長

田原

伊藤

羽竜

小暮

参加者7団体9名
県連報告 6月23日午前遭難防止安全教育担当者午後代表者意見交換会
予定
6月9日秩父植樹 高篠峠草刈 現在登山学校受講生募集中
10月4日（月）夜～7日（日）みちのく潮風トレイル早池峰山案内
議題 足尾植樹祭参加者6団体 埜歩歩6名 やまなみ4名 峠山5名
所ハイ4名 ビスターリ4名 飯能労山1＋7名バス24名 参加費\4,955
植樹祭一部の団体が前年と同じ場所で（勘違いで）植樹を行う 今
回階段を登らないためよかった。帰り水沼温泉と荒神山登山と別れ15時30
分帰路へ18時に川越ウェスタに着。植樹祭後
立ち寄る場所検討する
6月2日（日）クリーンハイク集合場所西吾野 飯能市吾野行政センター
PM2.00 コースは各自決める7団体約70名参加予定
その他 所ハイの女性会員が4月 日和田山見晴らし台付近の神社で横
転し骨折事故、奥武蔵最近山火事が多い注意する 次回6月13日（木）
ブロック長…伊藤正勝（わらび山の会） 副ブロック長…冨田 皓（三郷山の
会）事務局長…澤藤俊昭（あすなろ） 会 計…磯野京子（三郷山の会）
ブロック会議報告：基本第3木曜日開催
ブロック会議：5月23日（木） 4団体 名、三郷山の会（2）わらび山の会（1 ）
紫翠山岳会(2 ) あすなろ(1 ) 彩の山友会（0)
議題 クリーンハイク：6月2日（日）武蔵嵐山駅～嵐山渓谷・大平山179m
年々ゴミが減少しているなか交流を中心に考え鍋交流を検討予定
次回：7月 日予定

参加者：羽竜、遠藤、瀬下、崎山、園部
・6/2のクリーンハイク、長瀞アルプス、集合は上野駅（9：30）
・地図読み山行、11/24、場所は次回会議で
・活動予定、2020年2月に交流会、3月に雪山山
・役員、ブロック長（羽竜智）副ブロック長（加藤義彦）事務局長（瀬下啓司）
・次回、8/21（水）19：00～ 大宮シーノ9階ロビー

・足尾植樹には、4団体2人が参加した。
・6月2日クリーンハイク実施 小川町官ノ倉山
・次回北部ブロック会は８月30日16：30-寄居ガスト

〇次回三役会議日程：2019年6月11日（火）場所：さいたま市サポート活動センター
○次回 理事会日程：2019年6月26日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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